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【平成２４年度 第 1回さいたま市環境審議会】 

日 時 平成２５年１月１８日（金）１３時３０分～１６時３０分 

場 所 さいたま市役所 ２階 第５委員会室 

出席者 （委員） 

 松本 幸次 会長   小坂  宏 副会長 

松村  隆 委員   川合 真紀 委員   関根 秀夫 委員 

島村 周作 委員   小山 妙子 委員   石鍋 恵子 委員 

小野 達二 委員   小林 正治 委員   川池 芽美 委員 

丸山 繁子 委員   秋元 智子 委員    

石川 二郎 委員   上原  励 委員 

（事務局） 

 環境局      矢作局長 

 環境共生部    三ツ木部長 

 環境総務課    金子課長、高力係長、若林係長、町田主査、横山主査、 

矢田部主査、石原主事、北條主事 

地球温暖化対策課 大熊課長、秋本主査 

環境対策課    新井課長、金井課長補佐 

欠 席 （委員） 

秋吉 祐子 委員   首藤 康夫 委員    

１.開会 

事務局：定刻になりましたので、ただ今から平成２４年度第１回さいたま市環境審議会を開催さ

せていただきます。私は、本日の進行を務めさせていただきます環境総務課の若林でございま

す。よろしくお願いいたします。皆様方には、お忙しい中、さいたま市環境審議会にご出席い

ただきまして、誠にありがとうございます。それでは、会議に先立ちまして、局長の矢作より

御挨拶をさせていただきます。 

矢作環境局長：それでは、皆さんこんにちは。環境局長の矢作（やはぎ）でございます。委員の

皆さまにおかれましては本日は大変お忙しいなか、また先日の積雪跡が残る足元の悪い中、さ

いたま市環境審議会にご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、日ごろから

本市の市政全般、とりわけ環境行政に対しましては格別のご支援、ご協力をいただいておりま

すことに対し、この場をお借りしましてあらためてお礼を申し上げます。 

  さて。本市の環境行政分野につきましては、環境先進都市および環境共生都市の実現を目指

し、循環型社会を構築するため各種施策を推進しております。なかでもさいたま市民や事業所

などの日常生活や経済活動に伴う廃棄物処理問題に加え、近年は地球温暖化対策そして生態系
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の破壊といった地球規模の環境問題に対する対策も必要となっております。さらに一昨年の東

日本大震災に伴う電力問題などを踏まえ、再生可能エネルギーなどの普及をはじめ省エネ政策

に加え、多種多様なエネルギーの活用や地産池消を目指したエネルギーセキュリティー対策な

ども新たな政策課題となっております。 

 そのようななか、例年この時期に皆さまにご審議いただいております環境白書に加え、本日

はこのあと担当所管よりもご報告いたしますが現在のさいたま市地域新エネルギービジョンの

見直し、現在から将来にかけての本市にふさわしいエネルギー政策の方向性をあきらかにする

新エネルギー政策の策定についてご報告、また地球温暖化対策推進に関する法律の改正により、

現行のさいたま市地球温暖化対策地域推進計画を拡充し、新たに地球温暖化対策実行計画区域

施策編を策定すべく平成 22 年度より検討を進め、昨年度は東日本大震災の影響により中断して

おりました同計画の素案につきましてもご報告をいたしますのでよろしくお願いいたします。 

 また、環境影響評価条例につきましてもこのあとの２月議会において予定している改正内容

についても合わせてご報告をいたす予定でございます。また、本年度の予算編成にあたりまし

ては主として「防災、環境・エネルギー対策」を予算編成方針の重点分野の１つとして掲げ、

環境局としても積極的に取り組んでまいりましたが、新年度の 25年度予算、ただいま策定中で

ございますが、これにつきましても引き続きこの環境分野が主としての重点施策となっており

ます。私ども環境局としましても策定中の新エネルギー政策を踏まえ、温暖化対策や防災拠点

強化の観点からも新年度予算には新たに蓄電池を備えた太陽光発電設備を約 160 校の全私立学

校にできるだけ短期間で導入していく予算などを現在要求しているところでございます。さら

に現在推進中の国の総合特区に認定された「次世代自動車・スマートエネルギー特区」により、

災害に強い、安心・安全な「エネルギーセキュリティが確保された低炭素型の都市」の実現に

向け、市民の皆さまのご期待に沿うよう今後も取り組んでまいりたいと考えております。 

 いろいろ申し上げましたが、委員の皆さまにおかれましては今後とも本市の環境の保全と創

造に向け、忌憚（きたん）のないご意見、お力添えをいただければと思っております。以上、

開会にあたってのあいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局： 続きまして、環境審議会を所管いたします、環境局環境共生部の幹部職員を御紹介し

ます。 

環境局環境共生部長 三ツ木宏（みつぎ ひろし）でございます。 

次に、本日の報告事項、「さいたま市新エネルギー（仮称）<素案>」及び「さいたま市地球温

暖化対策実行計画（区域施策編）<素案>」の所管課長であります、環境共生部参事 兼 地球温

暖化対策課長 大熊研二（おおくま けんじ）でございます。 

同じく本日の報告事項、「さいたま市環境影響評価条例」の所管課長 環境対策課長 新井 

仁（あらい ひとし）でございます。 

なお、報告事項について、所管課担当職員も同席いたしておりますのでご紹介いたします。

地球温暖化対策課主査の秋本光一（あきもと こういち）でございます。 

環境対策課課長補佐の金井直樹（かない なおき）でございます。 

続きまして、本審議会の事務局であります環境総務課職員をご紹介いたします。 

環境総務課長 金子照夫（かねこ てるお）でございます。 
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環境総務課環境政策係長 高力弘（こうりき ひろし）でございます。 

環境総務課主査の町田和規（まちだ かずのり）でございます。 

同じく環境総務課主査の横山貴史（よこやま たかし）でございます。 

同じく環境総務課主査の矢田部幸二（やたべ こうじ）でございます。 

同じく環境総務課主事の石原浩平（いしはら こうへい）でございます。 

同じく環境総務課主事の北條由紀江でございます。 

以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます 

事務局：矢作局長につきましては、次の公務があり、中座させていただきますが、ご了承いただ

きたいと存じます。 

矢作環境局長：それではみなさまどうぞよろしくお願いいたします。 

（局長退室） 

次に、配布資料の確認をお願いいたします。 

まず、本日の会議次第でございます。あと別紙としまして「平成２４年版さいたま市環境白

書」に対するご意見・ご要望等についての用紙でございます。あと、席次表もご用意させてい

ただきました。 

次にこれは事前に配布させていただいた資料なのですが、「平成２４年版さいたま市環境白書

（案）」「さいたま市新エネルギー政策（仮称）概要版及び本編<素案>」「さいたま市地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）概要版及び本編<素案>」でございます。お手元にはございますで

しょうか。続きまして、本日配布させていただいた資料ですが、「さいたま市環境影響評価条例 

改正（案）の概要」Ａ３判になります。もうひとつ、「さいたま市の環境評価制度」このような

パンフレットになっております。以上が本日の資料になります。 

それでは、これより会則に従いまして、松本会長に議事の進行をお願いいたします。 

２.議事 

（１）平成２４年版さいたま市環境白書について 

松本会長：これより平成２４年度第１回さいたま市環境審議会を開会します。最初に審議会の成

立について、事務局からの報告を求めます。 

事務局：会議の成立については、審議会規則第３条第２項の規定により、委員２分の１以上の出

席をもって会議の成立となっております。本日は、委員定数１７名のうち、１５名の出席をい

ただいておりますので、本審議会は成立しております。 

松本会長：次に、本審議会は公開としておりますので、傍聴希望者がありましたら、事務局から

お願いいたします。

事務局：本日の審議会には、傍聴希望者はありませんでした。
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松本会長：それでは、「議事」に入ります。最初に「平成２４年版さいたま市環境白書について」

を議題といたします。白書について、事務局より説明をお願いします。 

事務局：さいたま市環境白書の作成についてご説明させていただきます。 

資料の「平成２４年版さいたま市環境白書（さいたま市環境基本計画年次報告書）（案）」を

ご覧ください。失礼しまして、着席にて説明させていただきます。 

この「さいたま市環境白書」は、「さいたま市環境基本条例」の規定に基づきまして、環境の

現況と施策の実施状況に関する年次報告書として毎年作成し、公表するものでございます。 

今回、発行させていただく環境白書につきましては、平成２４年版となっておりますが、平

成２３年度における本市の環境の現況と、各環境関連施策や事業の進捗状況について、環境基

本計画に沿って取りまとめたものです。環境基本計画は平成２２年度に改訂いたしました。 

前回の白書作製におきましては、改訂した環境基本計画の施策体系に基づきまして構成の見

直しを試みました。今回、事業内容や指標、その評価につきましても改訂計画に基づくものと

なっております。構成についてもより改訂計画との整合を図りまして、読みやすくなるよう見

直しを行っております。 

まずこちらの資料の表紙につきましては、計画改定を意識しまして、表紙には、環境基本計

画で示しました望ましい環境像「自然と共生し持続可能な環境を未来ある子どものために伝え

るまち」の絵を用いております。なお、この表紙の絵は案の段階なんですが、この望ましい環

境像の絵を用いたデザインとしたいと考えております。 

続きまして、表紙をおめくりいただきまして、市長挨拶は現在検討中の段階となっておりま

す。 

次のカラーページにつきましては、今回新たに、表紙のほかにカラーページで、両面１枚の

みなのですが特集を掲載することとして導入しております。昨年まで表紙に掲載していました

小中学生の標語とポスターにつきまして、このカラーページに特集１として掲載しています。

またカラーページの裏面の、特集の２の方には、本市の目玉事業の一つであります E-KIZUNA 

Project に関する内容を掲載しております。 

 続きまして「目次」をご覧ください。全体の構成は、昨年と同様です。「本編」と「資料編」

に分かれておりまして、さらに「本編」は「第１部」から「第３部」までで構成しております。 

本編の第１部では、「さいたま市の環境の概況」としまして、さいたましのあらましと環境の

現況、それから「『望ましい環境像』の実現に向けて」としまして、環境基本計画改訂版におけ

る施策体系、及び評価の考え方をまとめている内容となっております。 

また第２部には、環境基本計画に基づく施策事業の進捗状況につきまして５つの基本目標ご

とに、また施策体系に合わせて構成しています。こちらのご説明は後程させていただきます。 

また第３部は、総括としまして、各指標の評価結果と、市民アンケートの結果、さらに、こ

れらをもとに総合評価をおこないましてまた今後の取組について記述しております。 

以上が本編になりまして、その次のページの資料編には、本市の関連条例、組織などや、用

語解説を掲載しております。 

目次の次のページにご意見・ご感想をおよせくださいということで、平成２２年版からこち

ら導入しましたご意見・ご感想を募集する用紙を掲載しております。お寄せいただいたご意見
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などは、今後の参考にさせていただくものでございます。 

続きまして、本編に入りまして白書の内容と主要な今回の変更点につきましても、順番にご

確認いただきたいと思います。 

本編の第１部、１ページ目ですが、第１部さいたま市の環境の概況がありましてその第１章 

さいたま市のあらまし、また４ページが第２章 さいたま市の環境の現況、こちらに各種のデ

ータをまとめております。ここまでは、前回までとほぼ同様の内容となっています。 

また８ページ第３章としまして「望ましい環境像」の実現に向けてという中で、環境基本計

画の策定及び改訂、また改定計画における基本目標、施策体系また評価の考え方をまとめてお

ります。 

こちらを図でまとめたものが１０ページにございます。１０ページは５つの環境基本計画の、

５つの基本目標とその中の「施策体系」を記載しております。施策体系のうち、網掛けになっ

ております１－１環境教育の推進、あるいは１－２環境保全活動の促進といった、こちらが上

位の区分になります。そこから枝分かれしています１－１の①環境教育の推進、１－１の②人

材の育成と活用といったところが、下位の区分となっております。 

続きまして１１ページの４番にございます評価の考え方につきましては、こちらは改訂計画

に整合する内容に一新しているものでございます。第 1 部につきましては、このような形で今

回作製いたしました。 

続きまして１３ページ以降に第２部としまして、こちらは基本目標及び施策体系に沿って各

事業を記載しております。適宜１０ページの施策体系図を参照いただきながら、ご確認いただ

ければとおもいます。 

今回、改定計画の構成と整合をとりまして、この１－１や１－２といった上位の区分に対し、

現況と課題を記述しております。 

１３ページの１－１環境教育の推進を例にとってご説明いたします。１３ページと１４ペー

ジに１－１環境教育の推進の現況と課題を記述しております。またその下位の区分になります、

①環境教育の推進、②人材の育成と活用といったところについては、より細かい区分というこ

とでその区分ごとに、各個別施策の実施状況と課題を記述しております。これが１５ページ以

降になります。 １－１①の環境教育の推進については１５ページから２２まで、１－１②の

人材の育成と活用については２２ページに掲載しております。１－１③の情報の収集と提供に

つきましては、２２ページ２３ページに掲載しております。 

 なお、この個別施策の掲載順につきましては、こちら環境基本計画で記載した順にすべて整

理しております。 

今回、記述方法の変更点がいくつかございますので、説明させていただきます。昨年までは

施策体系の下位区分、つまりこの①②ごとに現況と課題、個別施策の両方を記載しておりまし

た。今回は、基本計画改訂版の構成に合わせまして、より上位の区分である１－１環境教育の

推進、１－２環境保全活動の促進といったところに対しまして現況と課題を記述するようにい

たしました。そして、環境基本計画構成に合わせたことで読みやすさの改善を図っております。 

なおこの現況と課題につきましては、昨年まで「現況及び評価と課題」としておりました。

こちらも、表現を変えたのは、基本計画との整合を図ったものでございます。現況及び評価と

課題から、現況と課題に変わったということで、評価が無くなったように見えるのですが、こ
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れは、もちろん名称のみの話でございまして、評価はこの現況の中に必ず含むようになってお

ります。また、①②の個別施策につきましても、昨年までは「事業内容、主な成果、目標との

整合・今後の課題」という３区分で記述しておりました。今回は、実施状況と課題という二つ

の区分になっています。こちらも、基本計画を意識したものでありますほか、紙面を有効活用

するという意味もございます。また、三区分ですとどうしても表の形式になっておりましたの

で、表の中に年度ごとの数字表が入ってしまうような事態を避けまして、見易さについても改

善を図っているものでございます。こちらも、現況と課題の変更と同様、実施状況の中には成

果という項目は無くなったのですが、実施状況の中には当該年度である２３年度の成果も必ず

含むように配慮しております。併せて、前回審議会でご指摘のありました、成果、課題等の記

述すべき箇所が統一されていないという問題点がございましたので、こちら解消するためにも、

記述内容の精査には努めております。内容的には、各所管に喚起しておりまして、充実を図っ

ているものでございます。 

次に環境基本計画に定めました指標につきまして、今回内容によってふさわしい場所に、掲

載するようにしております。したがいまして現況と課題に指標を記載している場合もあります

が、個別施策に記載する場合もございます。例えば１４ページでは、こちら現況と課題の中に

指標を記載しています。１７ページでは、こちら個別施策の環境教育拠点施設のネットワーク

構築という中に指標を掲載しております。指標の体裁は、ご覧頂いているようなものでござい

まして、１６ページにあるような普通の推移表と視覚的に区別できるように今回配慮していま

す。 

 以上、１－１環境教育の推進を例に確認いただきましたが、第２部の構成は、１０ページの

図にございます施策体系の１－１、１－２といった上位の区分ごとに現況と課題、①、②、③

といった下位区分ごとに個別施策を、基本計画の内容・構成と整合して掲載し、指標の評価も

行うというものでございます。 

こういった形で１－１が以上になりまして、２４ページ以降が１－２環境保全活動の推進と

なっておりますが、こちらも同様に、まず現況と課題がありまして、その下位の区分でありま

す①市民の環境保全活動の促進、②は 29ページ、市民活動団体等の環境保全活動の促進につい

て個別施策を掲載しております。 

 このような形で、基本目標１の中には、施策の上位の区分であります１－１から５まであり

まして、これが４０ページまで続いております。４１ページから基本目標２になっております。 

 基本目標２につきましても同様の構成で、２－１に現況と課題、４３ページ以降の①生物多

様性の理解、②生物多様性データの充実といった区分に対して個別施策をそれぞれ掲載してお

ります。 

  基本目標２については、２－４までございまして、その内容が６８ページまでございます。

このような形で第２部は構成しております。 

そのほか、第２部につきまして、前回までにご指摘いただいた内容をはじめとしまして、変

更した点ございますので、こちらも何点かかいつまんでご説明させていただきます。文書の表

記や図表の体裁など統一が図れていなかったものにつきましては、一定の基準のもと統一して

おります。 

また同じような記述が続いて煩雑になっていたものにつきましては、こちら重点的に整理す
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るようにしております。 

また、内容が同じであるのに対し、題名が異なっていたものについては、再掲を表示するよ

うにしました。こちら例としましては、３３ページと７３ページにございます「節電及び地球

温 暖化防止キャンペーン」というものについては再掲を記載しています。 

事前に、松本会長から、再掲にページ数を表示した方がわかりやすいとのご意見をいただい

ておりますので、こちらは修正したいと考えております。 

第２部につきましては以上になります。 

第３部が１３７ページからございますので、こちらについて簡単にご説明いたします。 

 １３７ページにまず、こちら第３部は、環境基本計画改訂版の評価方法としまして、指標の

目標値に対する進捗状況の定量的な評価と市民アンケートによる定性的な評価を行うこととし

ています。 

この評価のところが前回までと異なる点としまして、指標に対する評価と、市民アンケート

による評価、こちら両方載せることとしています。１３７ページからが指標ごとの評価です。

基本目標ごとに、指標の評価をまとめたものです。１３９ページ以降が市民アンケートの結果

としまして、こちらは、昨年９月に実施しましたが、前回の結果と比較して掲載しております。 

総合評価につきましては、１４２ページ以降にございますが、こちら、指標による評価と市

民アンケート結果を基本目標ごとにまとめて、総合評価を行いまして、今後の取組を掲載して

おります。 

前回まで、指標の○、△、×の割合によりまして、ＡＢＣ評価を行い、前年と比較し、その

傾向を、矢印で評価していたのですが、こちらにつきましては、よい状態で推移しているのか、

悪い状態で推移しているのかわかりにくいとのご意見がございました。 

また、新規指標に基づく評価の集計が今回初めてとなりますので、今回、矢印ではなく、○、

△、×の個数と、市民アンケートで「順調度」ということで、進捗評価を行っているのですが、

これによって全体の進捗評価も行うこととしました。 

最後に、資料編の中に、用語解説があるのですが、こちらのページが未確定となっておりま

すので、これは今後修正いたしますのでご了承ください。 

昨年は、総ページ約２００ページあったんですが、今回１６０ページ程度になるということ

で、スリム化を図っております。 

環境白書の説明につきましては以上となります。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

松本会長：ありがとうございました。それではこの白書について質疑応答をお願いします。例年、

前後してなかなか進行できないんですけども、なるべくページに沿って審議を進めるようにし

たいと思います。第一部、第二部、第三部に分かれていますが、まずは一部、二部、三部とい

う順番で話を進めたいと思います。 

一部の最初から８ページ目までの「さいたま市の環境の概況」という部分、白書について意

見のある方はお願いいたします。 

小坂副会長：４ページと５ページ、市域の図があって現況の説明がありますが、環境基準に適合
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しているかどうかというので丸がついていて、ようするに「全部ＯＫ」という話になっている。

環境基準値にぎりぎりのものと十分にクリアしたものと、実はいろいろあるんじゃないかと思

います。そこはやはり知りたいところなので、適合でＯＫの丸印はもちろんあって結構ですけ

ど、具体的な数値が記述されると良いのではないかと思います。 

松本会長：この意見に対して何かありますか？ 

上原委員：昨年も申し上げたのですが、やはり環境基準値自体が書いてないので基準値を書かな

いことには、それをクリアしているのかどうか、それで良いのかどうかも判断できないと考え

ていました。 

松本会長：冒頭から数値を挙げて直すべきだと？ 

上原委員：はい。 

松本会長：事務局の方、これを直すのは困難ですか？ 

事務局：その件につきましては所管に確認させていただいて、直せるのであれば直させていただ

きますし、もし間に合わないようであれば次回は必ず基準値を入れて評価するという形で対応

させていただきたいと思います。 

松本会長：よろしいでしょうか。ほかに意見はありますでしょうか？ 

上原委員：次の７ページです。これも昨年において気づけばよかったのですが「自然環境の現況」

という図で、ベースになっている図において現況以外のものが載っているように思いました。

というのは緑の帯とか点線で囲ってある部分、これは何かという説明がないのですが、緑の基

本計画に描いてある図をそのまま引用されているのだと思います。「市街化区域における緑の各

区の不足区域」とかは説明なく描かれているので、緑の帯自体も実際にそこに緑が今あるかと

言えば、それはまだ計画段階の話だと思うので、現況という意味のベースとしては適切かどう

か疑問に感じました。 

事務局：そのへんは確認させていただきます。 

松本会長：お願いします。ほかにあるでしょうか？ 

丸山委員：４ページは文字の欠落だと思うのですが「環境の現況」の「①」の所、最初の頭です。 

事務局：はい、修正いたします。 
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松本会長：「①」の所ですか？ 

丸山委員：はい。一般のところが。 

松本会長：第一部の「概況」について、ほかに意見はありますか？  

それでは第二部、基本目標別の進捗評価「基本目標１」からお願いいたします。 

小野委員：特に環境保全活動の関係のまとめを見ると、環境共生部の方でごく手近に掌握（しょ

うあく）できたものだけに留まっていて、若干これでは不十分ですね。具体的に申し上げます

と、さいたま市と市民団体等との共同事業について、24ページに環境フォーラムだけが出てく

るんですね。もちろん環境フォーラムもすばらしい評価でよろしいのですが、一方でみどり推

進課が、事務局が持っている「さいたま市、みどりの祭典」、これは毎年、市民が 6,000～8,000

名規模でもって集まっています。だから、自分たちの部署ですぐに分かるようなところだけを

やっていない感じを受けます。 

それからほかに例を挙げますと、27ページに「森のボランティアの団体」というのがありま

す。これは私のところの団体だけしか出ていません。私たちだけが緑のボランティア団体では

ないわけですよ。多くの団体がありますので、私どもだけが活動しているわけではありません。

全体の市民団体を掌握することは無理だと思いますが、せめて法人格を持っている団体とか、

あるいは県が関与している団体などは出しておいた方が良いと思います。例えば、この緑のボ

ランティア団体では私ども以外に、緑のトラスト協会なども立派な活動をやっているわけです

ね。今回はいいとしても、今後はできればもう少し把握を広げて、共同事業についても自分た

ちの環境共生部だけではなくて他の部局、それから県との関係も重視してほしいと思います。 

せめて法人格を持っている市民団体、あるいは埼玉県が関与している市民団体の活動ぐらいは

掌握された方が良いと思います。 

事務局：ただいまの件については所管課の方に一応いろいろな団体の事例を挙げていただきたい

ということで私どもの方からお願いするところでございますけれども、もっと今のご意見を踏

まえて他にも掲載できるようなものがあれば掲載していきたいと思います。 

石川委員：第二部についてですが、全体的な構成についてお話ししたいと思います。前は 200 ペ

ージぐらいのものを 160 ページぐらいまで圧縮してくれたということですし、記載内容もずい

分分かりやすくなってきています。ただし、この第二部の基本目標の進捗評価においては同様

の個別施策が繰り返し出てくるんですね。そうなってくると何が重要なポイントなのかが分か

り難くなるのではないかと心配しています。個別施策が複数の基本目標に関連しているのはよ

く分かるのですが、基本目標の１と基本目標の２，３，４，５がダブってくるんですね。その

ようにダブる記載が結構多くあります。 

ダブる記載のやり方は大体３つぐらいに分かれています。１つは、個別施策名とその内容が

同じものの場合は前掲「前に出ましたよ」ということでページ数を書いて示します。２つめは、

同じ個別施策名なんですが、内容が少し変わっているというものです。３つめとしては、施策
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名がほぼ同様だけれども内容が違うものということで、そのように３つの典型的なものに分類

されるものが並んでいます。そうすると非常に分かりにくいんですね。読んでいてすっきりし

ない所がたくさんあります。 

関連部署から提案されたものをまとめるというのは大変なことだとは思いますが、内容をよ

く精査していただいて明快な施策名だとか文章、記載内容について工夫していただけるともっ

と良くなるし、ありがたいと思います。 

これは大変なことだとは思いますが、例えば前掲ということでダブっている部分を省いたら

ページ数がもっと少なくなります。２つ出てくるということは、どちらをどうしようとしてい

るのかがよく分からない…、そこまで言うと申しわけないのですが、ページ数が多いと消化不

良になってしまうんです。160 ページを読むのは大変ですけどね。以前と比べて改良されてい

るので、それはそれでよろしいのですが、そのへんをもっと何とかしていただくと、内容がも

っとすんなりと頭に入ってくると思いますので、よろしくお願いします。 

事務局：ただいまのご意見を踏まえまして、次回また工夫をさせていただきたいと思います。た

だ、目標１というものが目標２以降に大きく絡んでくるので、どうしても再掲する部分が出て

きてしまいます。 

石川委員：ただ、同じものを載せるというのはどうかと…。 

事務局：そうですね、分かりました。 

松本会長：今の意見に関連して、資料編の４ページの所です。さいたま市の環境行政組織、環境

局のみがここに書かれていて、本文を読んでいて気がついたのですが、みどり推進課というの

もさいたま市にあるわけですね。そういうみどり推進課というのは環境行政組織として加える

のは不適当かということですけれども、小野委員の意見も踏まえて、そのへんは関係をはっき

りさせた方がいいのではないかと思います。 

事務局：今の会長さんのご指摘についても、確かにみどり推進課…、都市局ということでこちら

に載せておりませんでしたが、また少し工夫をさせていただきたいと思います。 

松本会長：相互の連携というのは…。 

事務局：確かに連携しておりますので。 

松本会長：では基本目標１で他に意見ありますでしょうか？ お願いします。 

川合委員：大部分で使われていて、グラフ全般なんですが、平成 21 年とかで黒三角の表示が載っ

ているんですけれども、これの意味が分かりません。もしかしてこれは基準年度ということで

出しているのでしょうか？ 例えば 13ページのグラフがありますけれども、このような黒三角
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で描かれると平成 21 年度に何か数値が０のものがある…、グラフ上に載ってしまっているので。

表の方にきちんと基準年度が何年かということが出ていますので、グラフの方にあえて全部打

つ必用もないと思います。 

松本会長：黒三角が不必要だということですか？ 

川合委員：そうですね、不要だと思います。説明も入っていませんし。 

松本会長：この件についてはいかがでしょうか？ 

事務局：この件について、今回についてはこれを直すとなるとかなりの時間を要しますので、次

回には…。 

川合委員：解釈として、これは基準年度を示してるということですか？ 

事務局：そうですね。ようするにスタートしてから上がったか下がったかということです。 

川合委員：少し見づらいと思いますので、次回からお願いします。 

松村委員：すみません、皆さんと違ってきちんと読んでこなかったからかもしれませんが「基本

目標１」で個別の目標について目標より上か下かということで具体的に書いてもらってるんで

すが、全体としてどのように評価されているのかということは「課題」という部分に書いてあ

るんですか？ ようするにこのグラフで「大体これぐらい増えた」とか「減った」とかいうこ

とが表してあって、全体として「だれもが環境の保全と創造に関心を持ち、意欲的に取り組む

町を目指します」という目標に対して、この「１－１」は全体としてどのように考えればよい

のかというのはどこに書いてあるんですか？ そういうことではなくて、読んだ人が頭の中で

想像しなさいという構成になっているんですか？ 

事務局：それぞれの目標の中の主要施策についての現況と課題で、最後に一応は総評ということ

で先ほど説明した部分で全体的なものは取りまとめているという形になります。 

松村委員：14 ページの「課題」と書いてあるのは…、まあ、課題と言えば課題ですけど、毎度使

えるような表現にもなっているような感じも受けます。ここが「全体の評価」ということでし

ょうか？ 14 ページに「課題」と書いてあるのは、これ、こどもエコクラブだけ書いてあるわ

けではないんですよね？ 

事務局：そうです、違います。 

松村委員：最初の２行は？ 
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事務局：現況を踏まえて今後どうしていくかということです。ようは「１－１」の環境教育の推

進について今後どうしていけば良いかということを課題としてここで示しているということで

す。 

松村委員：感想ですけども、来年もこの最初の２行は含めていただくと分かりやすいかと思いま

す。分かりました。 

小阪副会長：先ほど冒頭の説明のところで現況の説明があって、それぞれの項目について現況を

どうやったら…、それから、その課題という形でまとめていて、評価は課題の中に入れている

という話がありました。もちろん、そのようにして評価が入っている所もありますが、今のお

話のように例えば 14 ページの「課題」という所について、最初の２行は課題というか全体の目

的というようなことではないかと思います。３行目からは「このようなことが必要だ」という

ことを書かれているのですが「普及、啓発をより一層進める必要がある」ということなので、

裏返して考えれば普及や啓発がまだ不十分だと言えるわけです。では、現況はどの程度そのよ

うなことが行われたのか、行われなかった原因は何かというようなことについて一言ぐらい言

及があっても良いのではないかと思います。 

例えば 15ページ、個別の所についてですが、一番上の四角の所です。実施状況があって参加

校数が 19 校でしたということで、それはもちろん結果として正しいわけですけど、その 19 校

というのは期待値を十分に満足しているのかどうかとか、19 校にとどまった理由は何かとか、

あるいは、思ったより増えて 19校で良かったとか。評価として難しいところもあるんですけど、

このページ以外の所でもそのような評価があまり書かれてないような気がするんです。もちろ

ん、評価してある所もあります。私は必死になって全部読んだのでそういう所ももちろんある

んですけど、総じて先ほどの説明による評価という意味で言うと、ちょっと時間がなかったの

かもしれませんが、評価になっているかな？ というのが正直なところです。 

評価に基づいて次の課題が出てくるわけで「今後さらに頑張ります」みたいな話は、課題に

向き合う態度としては重要なところですけど、具体的に進めるとなるとこれでは難しいのでは

ないかというような気がします。したがって、ひと言ふた言そこのところを言及された方が良

いような気がする、そのように思いました。以上です。 

事務局：今ご指摘いただきましたように、特に課題についてもその下の段を見ていきますと、同

じような表現になっているということで、次回以降はもう一工夫考えていきたいと思っており

ます。 

石川委員：ちょっといいですか？ これは関係部局がたくさんありまして、それぞれ基本計画だ

とかビジョンだとかマスタープランとかがあるわけですよね？ それぞれにおいてすごく細か

い計画と実行をやっているわけですし、評価も多分やってると思うんですよ。それに関連する

と、そこの所にダイジェスト版みたいなものが出てきていますので、それはそれなりに評価さ

れるのだと思いますが「白書を一体どうやって使うんですか？」ということになってくるんで
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すね。これに全部書くということになると何百ページとなってしまって、とてもじゃないけど

読む人などいなくなっちゃうし「一体これをだれに読んでもらって、どうするんだ？」という

ことを明確にしないと今の答えは出ないと思いますね。それぞれの部局が相当に分厚い資料を

持ってまして、これはそこから引き抜いてきているんだと思うんですよ。ですから、それを統

一的にここまでまとめること自体が大変だと思うし「どう白書を使おうとしてるんですか？」

ということまで突き詰めないと、いろんな議論ができないのではないでしょうか？ そのよう

に思いますけどね。今の 160 ページでも読んで理解するのは大変ですよ。 

松本会長：石川委員の意見は小坂先生に対してどういうふうに考えて…。 

石川委員：いや、そういう意味ではなくて「細かくすればするほど大変になるのではないですか？」

という意味です。 

小林委員：今のご意見は非常にごもっともなことなので、これはこの場ではなくて別にそのよう

な話し合いの場を持って「基本的にはこのような白書にしたらどうでしょう？」とか、そうい

うことで基本的な話も持ったらどうなのでしょうか？ いつもこのような問題が出てくるんで

すよね。 

石川委員：そうですね。それで今までいろいろと改訂してきているんですよ。 

小林委員：ですから事務局と一度どういう白書のサイズにしたらいいのだろうかとか、そういう

話は別の機会にやった方がいいのではないかと思います。 

委員：これで全部を表現しろということなら、恐らく数百ページになるんじゃないですか？ 

委員：一度、検討されたらどうでしょうか？ 

事務局：白書自体が結果を皆さんに周知してもらうというのを大前提にしているということも、

一応ご理解をしていただければと思います。 

小坂副会長：あまり反論するつもりはないのですが、一番最初の所に戻ってください。市長あい

さつがあって市長がどういうことをお考えなのか分かりませんが、その次にいきなり特集とい

うことが出てくるのではなくて、いま議論になっているのは白書の目的とか期待するものとか、

そういうことがどこかに書かれていると位置づけがはっきりする、そのような気がするんです。 

今日の冒頭ご説明のあったように「この白書はこういうことです」というような目的、ある

いは期待する効果とか、市民に対してどういう情報提供をするつもりなのかとか、そのような

ことがはっきりしていれば良くて、微に入り細に入り私は評価しろと言っているわけではない

ので、課題を導き出すための前提としての評価というものがないと、課題というものは何かと

いうことがよく分からないということもあるので、そこのところの関連をひと言ふた言つけて
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もらった方がいいかなと思っているわけです。 

それを見た市民が「なるほど、こうだ」と思うかもしれないし「これは違うよ」と思っても

良いわけです、何か提言があっても良いわけですから。全体としては、さいたま市の環境が向

上することに資すれば良いわけで、そういう意味でもう少し関連づけてもいいのではないかと

思ったんです。 

秋元委員：少しよろしいですか？ 今の議論を聞いていると本編に関する細かいことに加えて全

体的な感想とか意見とかが入り乱れて入っているので、本編のミスとか小さいことと全体的な

こととを分けてお話しいただいた方が整理しやすいのではないかと思います。 

松本会長：今の小坂先生のご意見に対して他にご意見はあるでしょうか？ よろしいですか？ 

ではまた別として細部にわたって個々の基本目標、先ほどは基本目標１の方から入ったつもり

ですけれども、そのあたりについてご意見はありますか？ 

石川委員：提案ですが、例えば１－３に「ライフスタイルの転換の促進」というのがあって、こ

れは 31 ページです。そこで提案なんですが、ウォームシェアやクールシェアが最近は盛んに行

われていますよね？ そのような勧めを今後は取り上げてやっていただいた方が良いと思いま

す。 

例えば冬などは家庭の暖房を止めて街に出て図書館だとか美術館、公民館などの公共施設や

自治会館に集まって過ごすことによってエネルギーの消費も減るし、またコミュニケーション

も深まりますよね。夏などはクーラーが家庭の電力の半分ぐらいを消費していますから、１人

１台のエアコンを止めて、涼しくて皆で過ごせるような場所、役所等のフリースペースを設け

て、企業などに協力してもらって家庭のエネルギーを減らすというような取り組みを新たに検

討していただけると良いと思います。 

事務局：ご指摘は重々分かっております。ただ、これは平成 23年度の実績、震災直後の実績なの

で、まずは 15％の消費電力削減というものが電気事業法の規制にありましたので、ここではあ

くまでも節電への取り組みということです。昨年の 24年度については削減目標が定められてお

りませんが、できる限り節電するということで私どもの方も節電の啓発、公共施設においての

ウォームシェアとかクールシェアも啓発ということで入れております。 

石川委員：役所のウォームビズとかが一生懸命に書いてあるんだけど、民間の方が書いてない。 

事務局：報告になりますが、夏と冬のエネルギー使用量が増大する時期に、さいたま市ではライ

フスタイルキャンペーンというキャンペーンを展開しています。自治会の掲示板等でご覧にな

ったことがあるかと思うのですが、これは今年の夏に貼ったポスターです。また、こちらは冬

のポスターで、今ちょうど自治会の掲示板に貼られているのでお帰りの際にでも見ていただけ

ればと思いますが、冬のポスターでは先ほど委員さんの方からご指摘のありましたウォームシ

ェアという言葉を入れまして、１つの場所に集まって皆で一緒に温まろうということをＰＲし
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ています。また、夏の場合にも家族みんなでお出かけをして、公共施設や百貨店等に行くのも

エネルギー使用量を減らす取り組みだということでＰＲをしております。 

実際これは 24年度に使用したポスターなんですが、白書の中には毎年コラムというものを掲

載していますので、そのコラムの中でこのようなポスターも掲載して市民の皆さんにご周知を

図ろうと思っています。 

石川委員：よろしくお願いします。 

松本会長：基本目標１の所で何かほかにありますか？ お願いします。 

島村委員：「基本目標の評価」と出ていますが、例えば学校を対象にして取り組みをさせるのは非

常に難しいです。皆さん方もご承知のように校長の権限がものすごく大きいんです。「こんなこ

とをやっている暇があったら、もっと勉強だ」と。そういうところを説得して小中学生の方々

に協力をしていただくということなので、担当の課は相当な努力をしていると思います。行政

というのは縦割りですから、いくら環境のために働きかけをやっても教育関係の方が協力しな

ければ、それができないんです。そのような状況でもこれだけやっているということは、やは

りそれなりの評価、頭の中の評価ではなくて実質的に。「これっきり、少ないのか」という考え

は委員の皆さんに改めてもらいたいと私は思います。 

松本会長：ほかに基本目標１で何か意見はありますか？ なければ次の基本目標２の所へ進みた

いと思います。 

小野委員：特に外来生物の問題について 44ページに出ておりますが、アライグマのことしか出て

ないんですね。アライグマも問題なんですけれども、市全体でもって悩ましい問題が今はいろ

いろあります。 

具体的な例をいくつか挙げます。外来特定動物で言いますと、ウシガエルとカダヤシ。これ

はどこの区でも困っています。ウシガエルの場合は絶滅危惧種の東京ダルマガエルをはじめ、

とにかく水の生き物を考えなしに食っちゃう。何でも食べてしまう。そのような問題があって、

われわれ市民団体だけではとても駆除できません。 

もちろん私たちも年じゅうウシガエル退治でもって目を回しています。 

それから、メダカが激減しているのは、いわゆる水の汚染ということだけれども、実はメダ

カという生き物は無機物汚染には弱いけど有機物汚染には強いですよ。メダカが減った一番の

元凶というのはカダヤシです。カダヤシというのはメダカの卵が大好物なんです。 

私が言いたいことはようするに、そのような外来の生物で困っているのはアライグマだけで

はないということです。一番動物で困っているのはウシガエルとカダヤシ、これについても今

後はもう少しご検討をしてもらいたいと思います。 

それから、特定外来植物ではないけれども、外来植物で困っているのはオオブタクサです。

オオブタクサが土手でもって蔓延（はびこ）っているとどうなるかというと、１つは秋の花粉

症の元凶として人間にとって困るということです。それから一番大きな問題は、そのオオブタ
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クサが蔓延っているために葦（よし）がなくなってしまいます。葦がなくなるとオオヨシキリ

が影響を受けて、今はオオヨシキリが減っています。そうするとオオヨシキリの卵を産むカッ

コウもいなくなりました。 

そのようにして、オオブタクサによっていろいろな野鳥関係が困っています。そのようなこ

とも考えてもらわないと、アライグマだけの問題ではなくて全種でもって困っています。一番

困っているのが、繰り返しになりますけどウシガエルとカダヤシとオオブタクサです。これは

われわれ市民団体だけではとても手に負えないので、それは市の今後の課題として考えていた

だければありがたいと思います。 

松本会長：白書としては 44 ページに「課題」として書いてありますけれども、そこの所に今の話

にあったカダヤシについてもブタクサについても書き込んでいただきたい、そのように処理す

ることでよろしいですか？ 

石川委員：43ページに「生物多様性データの充実」という項目があるのですが、これについて現

状がどうなっているかということで定量的な把握（はあく）をしないと具体的な施策だとか対

策が実施できませんね。前回か前々回に提案したのですが、早速この白書で取り組みを明確に

していただいて本当に感謝しています。ただ、目標値が「平成２５年度の構築、稼動をめざす」

というような書き方になってるんですよ。「めざす」ではなくて、ぜひとも「稼動する」という

ところまで追い込んでいただきたいのですが、どんなものでしょうか？ 難しいでしょうか。

まあ、現在は 24 年ですからね。昔のデータがあるから…、昔とはだいぶ違っているから駄目で

すか。 

事務局:用は、私どもの方も市民参加型の生き物調査というものを今後は広げていきたい、そのよ

うなことで進めています。だから、生息調査というものではなくて市民参加型で「市内でこう

いうものが見つかったよ」とか、そのような輪を広げていきたいということで、そのような調

査を一応は 25年度に本格化していくということで考えております。 

石川委員：環境に対する意識を向上させるということにおいて、市民参加型というのは非常に良

いと思います。それはぜひともお願いしたいのですが、早めてほしいですね。 

小林委員：40 ページの一番最後にある「再生自転車の海外譲与」の中で「アジア、アフリカ、中

南米」という非常に大ざっぱな書き方をされていますので、そこは具体的な国名を表示してほ

しいと思います。そうでないと「われわれの自転車はどこで使われているのだろう？」という

ことになります。 

事務局：所管課によると、実施状況にも記述されている、「再生自転車海外譲与自治体連絡会」さ

んで毎年振り分けられた所にお贈りしているというような状況です。23 年度の実績としてはカ

ンボジア、アフガニスタン等に 120 台の自転車を贈ったということを伺っています。 
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小林委員：それを書いてほしいんです。 

事務局：はい、こちらの記述については所管課と協議して検討したいと思います。 

松本会長：次はどうですか？ 

石川委員：60ページ「都市景観の形成保全」です。多分これは当然やってることだと思いますが、

もし可能であれば書いてほしいと思います。なぜなら、都市景観を損ねているものにはここに

書いてあるように屋外広告とか放置自転車、ごみ問題などがありますけれども、電柱や電線も

大きな問題なんですね。 

無電柱化、ようするに電柱をなくして電線類を地中化するということが歩行者空間の確保や

防災性の向上につながりますので、私はすでにやっていると思うんですけれども、大きな項目

なのでもしもやっていたら書いていただくとして、やってなかったら次の施策目標として取り

上げていただきたいと思います。 

事務局：そのへんについては所管課と…。 

石川委員：聞いてみてください。多分やっていると思いますけれども。 

松本会長：次に何かありますか？ 

上原委員：戻って恐縮なんですけれども、生物多様性保全のアライグマの件ですが、評価の所が

捕獲数を目標にして 100 固体ということで、それをオーバーしているので「○」という形の表

記になっていますが、実際には個体数を減らさないことには本来の意味がないことだと思いま

す。 

公表されているデータを拝見しても捕獲数は依然として伸びていて、全然頭打ちにはなって

いない。つまり、生息数が減っているわけではなくて、ただ、精度が上がってたくさん捕れて

いるわけでもなくて実際に増えてるというように感じているんですが、それだと「たくさん捕

れているので良し」という評価に見えてしまうので、本来の目標は捕獲数ではなくて…、生息

数については当然いま実際にそのようにして捕獲しながらデータをとっているところなので中

止することは難しいと思いますけれども、被害の相談等の件数が減少しているとかいうような

評価になればもっと分かりやすいのではないかと思いました。 

事務局：この書き方については確かにおっしゃられるとおりで、最終的に０になれば一番良いわ

けです。「最終的に、どんどん減ってきてますよ」ということで一応 100 というのを目標にして

います。基準年が 98頭ぐらいのご相談でしたので、その程度に落ちてくるのを最終的な目標値

とさせていただいています。見方によってはこちらの意図とは異なり、委員さんのような見方

をする方もいらっしゃるかと思いますので、表現には気をつけます。 
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事務局：実はこの指標、さいたま市の最上位計画である総合振興計画と整合をとっておりますが、

その総合振興計画における目標設定についても先ほど委員さんのご指摘があったように、捕獲

数というのは目標値としてそぐわないのではないかという話がありました。前回の見直しの際、

こういう被害相談に対する対応率という指標へ修正し、その対応率について 100％をめざすと

いう目標に変更しています。 

この白書はあくまで 23年度の実績ということであって、指標もそのまま使っています。今後

は振興計画に合わせて指標の見直しも図っていく予定ですので、ご理解いただければと思いま

す。 

小林委員：２つあります。１つは 42 ページの真ん中あたりです。コメントとしては 41 ページに

書いてありますけれども「生物多様性」「自然環境の保全」、こういう項目に入っているわけで

すね。この真ん中あたりに天然記念物の話が出ています。国の天然記念物、県指定の物とかが

ありますが、果たしてこれが生態系とどのような関係になるのか？ はっきり言って与野（よ

の）の大カヤとか清河（せいがん）寺の大ケヤキといっても、そこにぽつんと立っているだけ

ですよね。こういうものを生態系の話に無理やり結びつけるのは変な話なので、今回は目くじ

らを立てなくてもいいですから、次回からは少し考えてもらいたいと思います。これはやっぱ

り生態系にあんまりこじつけでも何でもいいから結びつけようというのは少しおかしいです。

今回はこのままでいきましょう。ただ、次回はやめてください。75件と書いてますから、それ

はやはり厳密に書いた方がいいかもしれませんね。お願いします。 

それからもう１つ、44ページと 45ページです。「④生態系と共存共立する適正な土地利用」

という所についてですが「大規模小売店舗と工場」と書いてあります。それの「課題」なんで

すが、いずれも「指導を図ります」「適正な配慮がなされるように指導を進めます」ということ

なので、結果的にはあまりうまく行ってないのだろうと思います。しかも、市にとって大規模

小売店とか工場というのは非常にありがたいものなので、市としては来てほしいわけです。と

ころが大体こういうものができている所を見ると、必ずしも生態系に配慮されているような立

地、あるいは店づくりとか土地づくりになっていません。少なくとも、そこに建物が建つ以前

はどういう形だったのかというのを見ると、やはり生態系が破壊されたのだろうなと思うんで

すね。そうすると、それを復興するような形、もとに戻すような形の配慮になってというよう

なことにもなるわけです。「これはさいたま市だけじゃない」という話になると全国みんなそう

なんですね。そこで言いたいのは「さいたま市としては最低こんなふうにやってもらわなけれ

ば困ります」という形で、生態系に関わるような形を復元するようなものに努力してほしいと

いうことなので、ここの文書でどうしなさいというわけではありませんけど、そのような形で

取り組んでもらったらありがたいなと思います。ですから、この「課題」についても先ほども

申し上げていましたけれども、少しやってみる工夫が必要かなと感じます。 

川池委員：先ほど島村委員からのお話があったんですけれども、学校が努力している所は本当に

努力している所なんだとおっしゃっていましたが、ちょうど平成 23 年度に学校ビオトープコン

クールというのがありまして、さいたま市立の小学校は４校が入賞しています。そのうち１校

はモデルになるということで、さいたま市さん主宰の環境フォーラムでも発表されている栄（さ
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かえ）小学校があるのですが、そういうものも成果の１つとして入れたら良いと思います。せ

っかく学校が取り組んで認められた事例ですので、そういうものを自慢しても良いのではない

かと思いました。 

島村委員：その件について非常に熱心な学校があるんです。それはやはり先ほど申し上げたよう

に、校長や教頭先生がとにかく努力してくれる学校です。 

その父兄も一緒に協力してくれる、そういう所が何校かあります。出てくるのは大体同じな

んです。それを皆さん方はお願いして広めていただけたら良いなというふうに私は思っていま

す。 

それともう１つは生態系の、自然の問題があります。いつも「きれい事」と言われるんです

けれども…。さいたま市というのは人口急増地域です。だから私も子どものころ、生まれ育っ

た所から 10 分 15 分ぐらいの所で確かに田んぼもありましたし、いろんな自然が残されたわけ

です。全部住宅化になっています。そこに住んでいる人が何を言うかというと、また昔のよう

な自然に戻せということです。それは簡単です。そういう人が自分の生まれ故郷に帰ってもら

えばいい。そこまで行政は言えません。われわれはちゃんと言いますよ。行政がこれを言って

ごらんなさい、差別だ何だと言って大騒ぎになります。そういう努力をして、こういうことを

やっているわけです。だから、やはりわれわれは文章的に批判するのではなくて、われわれも

一緒になってやりましょうということを皆さんにお願いしたいと思います。 

大変ですよ、自分のことは忘れちゃって、自分で畑をつくった人とか蛍（ほたる）を復活さ

せた人もいるんだから。「昔はいましたよ」と言ったら「じゃ、やりましょう」と。「おまえら

がそこに家作っちゃったから」と言うと黙っちゃうんですよ。こういうことすら行政側は発言

できないでしょ？ 言うと叩かれますから。それが環境審議会の私はひとつの務めだろうと思

っています。ちょっと言い過ぎたかな…。 

川池委員：基本目標２について。生物多様性の部分なんですけれども。大きい話になりますが、

実はこれ最初に読ませていただいたとき、少し奇異な感じがいたしました。特にホンドタヌキ

とカワウソとニホンアナグマが 41 ページと 42 ページに出ていて、肝心なものをわざと避けて

いるような印象をどうしても持ってしまいます。秋ヶ瀬（あきがせ）にはミドリシジミがおり

ますし、県の調査でございますけれども、そういうものもさいたま市の誇りなんじゃないかな

と私は思います。「どうしてなのかな？」と思ったところ、環境基本計画に則っているというこ

とで、環境基本計画とまったく同じことが書かれているので、それをそのまま貼りつけたのか

な？ という印象を持ちました。環境基本計画における生物多様性の部分というのは文面によ

りますと「生物多様性は地域戦略に相当するもの」というようにされていますが、おそらく環

境基本計画で生物多様性の部分を語るにはページ数が少なすぎるのではないかと思います。 

もともと国内的な動きから言いますと特にＣＯＰ１０以降から、生物多様性の質を下げない

というのは世界共通の目標になっています。その部分がどうしても欠落しているような印象を

持ってしまいまして、一番大事な所は生物多様性の質を下げない、改善させるという部分なん

ですけれども、そこに焦点が当たってないような印象を持ちました。 

したがって、現段階で白書の方に何か書き加えるということは、今の時点では難しいのかも
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しれませんけれども、やはり環境基本計画を兼ねるというわけではなくて、生物多様性の地域

戦略というものをきっちりとつくって、生物多様性の質を下げないという計画をきっちりつく

った上で、目標や課題の解決というものをやっていけば良いのではないかと思います。 

それが進めば、本当は達成目標というのは国ベースや国際レベルだと川の生物がどれだけ質

が低下したか、そういうものの概況、アウトルックというものが発表されていて「下がった」

「上がった」「イーブン」だったというものが出ていて、そういうものでつなげられると思うん

ですけれども、これだとなかなか…、少し古いタイプなのかな？ と思います。世界の流れ、

それから他の地域の流れから考えると、もう少しレベルアップしても良いのかなというように

感じました。 

石川委員：これは無理やり突っ込んでやってもらったので気の毒…。やったばかりなんですよ。

ものすごく無理してやってもらったので不備な所はたくさんあると思います。だから、そこま

でできただけでも立派だと思います、０からスタートしましたからね。 

川池委員：そうであれば、やはり生物多様性は地域戦略として別途つくった方が良いのではない

かなというように、逆に思います。 

石川委員：去年でしたよね？ やったのは。 

事務局：平成 22年度です。 

石川委員：半年ぐらいかけた。長かったなあ。 

事務局：そうですね。 

川池委員：今のご意見は課題ということになりますよね。 

事務局：はい。 

松本会長：次に移ります。まだ基本目標２なんですけれども、次の基本目標３の所に移りたいと

思います。 

秋元委員：では基本目標３について、手短に言います。この平成 23 年度に大型排出事業者の届出

制度というのがさいたま市で始まったのですか？ 今年度ですか？ 

事務局：23年度です。 

秋元委員：23年度ですね。そこはここに入っていないのでどうなのかなとは思ったことと。 

あとは企業へのＣＯ２削減推進とか、建築物への環境負荷提言、ＣＯ２削減の推進、そうい
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ったようなことをされたのかどうかということをこの環境白書に入れておいていただくと良い

のではないかと思います。環境基本計画の中に書いてないから入れないということかもしれま

せんが、ＣＯ２削減というのは非常に効果的ですのでそういったものも加味していただければ

良いと思いました。以上です。 

石川委員：73ページなんですけど「温室効果ガスの排出量削減の推進」とありますが、多分これ

も当然やっているのだろうと思いますが、高断熱住宅の推進ということはやっているのではな

いかと思うんですよね。やってないですか？ ようするに、断熱性を高めた住宅を作って、高

断熱ということはやっていると思うんですよね。記述が抜けているのか、そこまでまだ立ち上

げてないから書いてないのか、そこはちょっと調べていただきたいと思うんですね。 

それからもう１つ、自動車法の環境対策の中で右折レーン使用道路、これも多分やっている

と思うんですね、右折レーン推進ということは。これは非常に大事だと思うんですね。もし、

これをやっていなければやってほしいと思いますし、十分だからやらないというのならそれま

でです。そのへん、特にさいたま市の場合は東西に抜ける道が少なくて、あちこちで渋滞を起

こしていますから、そういう点で温室効果ガスとか経済的効果とかいろいろな問題があります

ので、そういうものを積極的に進めることが大事だと思うんですね。特に土地を買って４車線

つくるとか、そういうようなことはとてもできるような問題ではないので、比較的に費用が安

くて済むような方策をやっているのだと思うので、もしやってなかったら積極的に推進してほ

しいと思います。 

事務局：所管に確認するということでよろしいでしょうか？ 

石川委員：よろしくお願いします。 

小林委員：50 ページと 51 ページ、ヒートアイランド現象なんですが、課題とも絡んでくるので

しょうけど、ここに書かれているのはヒートアイランド現象を和らげるものとしての緑地に関

することがよく出ていて、これはだれにでも分かるのですが、抜けていると私が思うのは田ん

ぼなんですね。 

田んぼのある所というのは、夜に温度が下がっているんですよ。さいたま市内でも西の方、

あそこを田んぼの下に行くとか東の田んぼの下に行くと夜の温度が低いんですね。見沼（みぬ

ま）田んぼというのは、田んぼたった６％しかなくてという形でどうしようもないのですけれ

ども、相対的に「みどりのさいたま市づくり、街づくり」を考えた場合、やはり田んぼは抜か

すわけにはいかないだろうと、ようするに、見沼田んぼですね。そこに着目してもらって、稲

の植えてある田んぼというものはヒートアイランド現象を相当和らげますので、そこに着目し

て見沼の田んぼを再生するような形に持って行くような何か運気というか、そういうことを市

は考えているということを少し表現に入れてほしいし、それを将来の課題にしてほしいと思い

ます。 

やはり同じ田んぼでも稲が育てられる田んぼ、休耕田ではなくて稲が育てられる田んぼです。

それと同じようなことが池でも沼でも言えるんですね。３面コンクリートの池は駄目です。ち



22

ゃんとアシやヨシとかがたくさん生えている方が効果があるんですね。それは先ほどの生態系

の問題とも絡んできます。街づくり全体とも絡んできますから、やはりそれに注目してほしい

し表現に入れてほしいなと思います。以上です。 

松本会長：今のお話からすると、水田耕作することを補助するということを課題に挙げるという

ことに…。 

小林委員：「注目している」というぐらいのことは書いてほしいですね。 

島村委員：「快適環境の維持」の件ですが、実は私、氷川（ひかわ）参道の沿線に住んでいます。

昔は良かったのですが、新都心のエリアができた関係上、参道の所に高層マンションができた

んです。日陰の問題とかがあるのではなくて、高層マンションをつくる時に地下を掘り返すわ

けですが、そうすると地下水が相当低下してくるわけです。結果的に 2,000 年の歴史ある参道

の木がだんだん弱ってきます。これをそのまま進めて参道が全部全滅してしまうのではないか

と危惧しています。事実、われわれが子どもの頃は全部杉並木だった。ところが地下水の汲み

上げでもって杉が全部枯れたわけです。今はケヤキになっていますが、そのケヤキすら私は危

ないと思っています。 

こういう問題にどうして気がついたかというと、家の近くにマンションができる時に周りの

人が反対運動を起こしたわけですけども、相手が建築関係だから、それが合わないのです。そ

うすると、やはりこのように大きな問題をひとつの環境関係の担当だけではなくて建築から何

から全てを網羅（もうら）しないと防ぐことは不可能だといって、建てる方は事業者ですから

商売のためにどんどん高いのを作ります。悪い点としては、新しく入った住民がまったくその

ような環境について興味がないことです。そのようなことで長年保たれていた自然環境が駄目

になってしまうのではないかという気がします。だから、この環境問題だけを取り上げても難

しいのかなと思うのですが、皆さま方も建築関係等に対しても働きかけをしていただければあ

りがたいなと思います。 

松本会長：もう時間がないのですが、どうしても話しておかないといけないことは、ぜひお願い

いたします。 

石川委員：どこからでもいいのですか？ 

松本会長：基本目標４です。 

丸山委員：よろしいですか？ 119 ページの一番下「課題」の所です。排出量の推移が出ていま

す。そこの中の「課題」でいろいろ取り組んでくださっていて「これだけを」という中で下か

ら２行目の所「減量政策として、広報や出前コンサートを通じて、その他の紙…」と書いてあ

りますが、私も「その他の紙」というものを昨年１年を通して一般市民にやってみて、浸透が

図れてないというのが結果として現われましたので、ここで毎年度作成している「ごみ出しマ
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ニュアル」というものを、市が各家庭全部に配布されていますが、それを有効活用してもらっ

ていない市民が非常に多いんですね。せっかく毎年、新しい形できちんと出されていますから、

その広報等の前に毎年度作成しているごみ出しマニュアルの有効活用というものもしっかり表

示された方が良いと思います。その点で市が努力している部分を市民サイドの方で理解してい

ない、利用していないというところで、その他の紙、ごみの問題などというのは、そこを利用

してもらうと大変に数値が良くなって、リサイクルに回ると思いますので、そういうものを少

し加えられたらいかがでしょうか？ 

事務局：今のご意見は「ごみ出しマニュアルの有効活用による分別」というぐらいの表示という

ことですね。 

丸山委員：はい。そこを書かれた方が良いと思います。せっかく良いものが毎年できているわり

に、皆さんが見ていないということが１年やってみて分かりましたので…。 

松本会長：ありがとうございます。 

石川委員：134 ページの５。そこに「適正処理の推進」というのがあります。自動車のことは書

いてあるのですが、家電リサイクルに対する指導というのはまだ個人が捨てたり、不良品回収

業者がまとめて捨てるというケースもないわけじゃないですよ。 

もう１つは、小型家電の回収です。いま盛んに言われていますが、多分そのようなことも考

えてはいると思うのですが実施しているのかどうか調べていただいて、もしなければぜひとも

やってください。 

事務局：小型家電については所管課の方で平成 25年の年度途中からになると思いますが、例えば

区役所等とか公共施設、どの程度まで広げるか分からないのですけど、回収ボックスを置かせ

ていただいて回収するような方向性でやっていくということを聞いております。 

石川委員：家電リサイクル法に関してはどうですか？ 

事務局：家電については確認を…。 

石川委員：調べておいてください。自動車が書いてあるので多分家電もやっていると思います。

以上です。 

事務局：とりあえず 23 年度頃には両方ともまだ実施していないということです。 

石川委員：よろしくお願いします。 

小林委員：最後の方です、140 と 141 ページ。Ｑ3とＱ4のアンケートの所です。出だしのコメン
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トに書いてますけども、平成 24 年は 23 年に比べて全ての施策においてわずかに関心度が減少

していると書かれています。ただ、関心度が減少しているとは、私は思わないんですよね。大

体がこういう環境問題は皆さん、知れば知るほど関心を持ってくるから関心度が上がるのは普

通なんですね。なぜ関心度が下がっているのか不思議でしょうがない。アンケートの取り方や

何かが違っていたのではないかという気がして、私は市民の関心度が落ちているとは思えない

んです。そのへんはどうなのでしょうか？ 

事務局：こちらのアンケートの取り方について確認いたしまして、前回と比べてほぼ時期につい

てもサンプル数、属性についても同様に実施しておりますので、条件については前回と同等と

考えております。 

今ご指摘のありました関心度、あるいはその前の順調度の方も含めまして、増減が３％以内

ということでわずかでありますので、このような傾向の要因として考えられる点としては、前

年と比較すると施策…、前年の 23年度については震災直後であったことから、施策への不安な

どにより関心が高くなったことですとか、あるいは 24年は少し関心が薄れて、各種のニュース

や情報等が伝わりまして取り組みが実行されていると認識されたというようなことで、順調度

が上がった理由としてはそういうことが考えられると思います。 

ただ、この差というものが非常にわずかでございますので、これは有意な差として分析する

のが難しいところではあるのですが、今回の調査が２回目ですので、今後の傾向については注

視して行きたいと思っています。 

小林委員：基本的にはおかしいと考えるべきなので、アンケートを取り直すとか場所を変えると

か何かしないと駄目ですよ。市民の意識が低下しているということになりますよ、この白書で

は。 

これは市民に対する一種の嫌がらせみたいに感じるんですね。言ったら何ですが「市民の意

識、低いねえ」というふうに…。 

石川委員：ちょっといいですか？ 「１－１」で「環境教育の推進」とあります。これに対する

参加団体や参加者数が減少傾向にあるわけですよ。それとの関係がどうなっているのか。そこ

を強化すれば関心が増すのか、それとももともと関心があるのだと受け取るのか。いろいろな

フォーラムをやってもだんだんと減ってくるわけですよ。せっかくやりながら減っていくとい

うことは、やり方に問題があるのかＰＲの方法が問題なのか、地域にそのようなリーダーがい

ないのか、環境に対する考え方が市民感覚から離れていってしまっているのか、いろいろ考え

られると思います。 

島村委員：私は決してそれだけとは思えなくて、成果が良いから減ったんだろうとも考えられま

す。逆の見方で「環境、環境」で火が吹いたようになった時は一番悪いわけですね。身近にこ

ういう問題がだんだん起こらなくなってきているから市民が、言葉は悪いけど無関心になって

きたのだろうという取り方もできます。ある程度の成果があったので数値はこういう形になっ

た、と私は思います。 
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事務局：ご指摘がありましたように市民の意識としては前回と明らかな有意差があるとは言えな

いという内容の注意書きを、この文章の最後にもう一言ぐらい付け加えさせていただきたいと

思います。 

小林委員：これ、全項目について減っているわけですからね。意地悪な言い方をすれば、これだ

け関心が下がってくれば「こちらの方に予算を使わなくてもいいよな」という話にもできます。 

松村委員：さいたま市さんの環境保全活動が活発で意識も高いだろうという気持ちでこれを素直

に読むと「ああ、そうじゃないんだ」という印象を持ったんです。だからきちんと評価を書い

ておいた方がいいと思ったので冒頭のようなことを言いました。ただ、これに関してはいろい

ろな読み方があるので、文分量をたくさん使うことはないけれども、その評価というか解釈を

書いた方がいいのだろうと思います。 

意地悪で言うのではなくて、このように減ってきているけれども、全体は市民のパートナー

シップでやると言っているのだから、市の方がもっと関心を持ってもらって、足りないところ

があれば率直に反省をして「こういうことをやっていきます」ということが書いてあれば。今

の委員の話のように…、ただ、それが書いてないから市民に責任があるように思えてしまうわ

けで、統計数値の取り扱いの話と解釈の話とを分けて書いておかないと駄目だと思います。ぼ

くは意地悪で言うのではなくて、そのように読まれてしまう中身になっていると思いますね。

「環境が良くなったから、こういう数字になった」とも読めるし、そうじゃないようにも読め

るし。ぼくはそう思わないけど、小林委員が発言されたようにも読める。だから市はもっと良

い形にやらなきゃいけないと言える。 

小林委員：一番不思議なのはね、全項目が減少しているのが…。 

松村委員：だから、委員がおっしゃるように調査方法がおかしいのかもしれないし、そういうこ

とをきちんと点検される方が良いでしょう。 

丸山委員：この 1,000 人のウエブアンケートは無作為に調査をお願いするのか、それとも自分か

ら積極的にアンケートに答えてもらう形なのか、どちらなのでしょうか？ それによってずい

分去年と今年の感覚のやり方が違ってくると思います。そのへんははっきりされておいた方が

良いと思います。 

事務局：まったく同じ人に対してやっているわけではなくて、年代別、性別、そういうものを踏

まえて一応電子モニターで登録されている中から 1,000 人にお願いするということでアトラン

ダムにお願いしています。 

また違う人が見た時には当然数字もっと上がるかもしれません。そのへんは毎年、少しぐら

いの数値は。 



26

丸山委員：集計方法も書いておかれた方が誤解を招かなくて済むのではないかと思います。 

川合委員：アンケートに関してもう１点なんですけど、139 と 140 ページで、グラフが描かれて

いるのですが、点数化についてです。例えば、クエスチョンの１の所、順調度を 139 ページで

点数化してるんですけど、実はこのやり方だと１点の下駄を履かせているような集計になって

います。つまり、５個から選ぶので、本当は３つめの「どちらでもない」が真ん中なんですね。

でも、表は「０」からとっています。０を選ぶ人はいないはずなのに０からとっているので、

真ん中がこれで見ると「2.5」になります。だから本当は「３」が真ん中で「どちらとも言えな

い」よりも低い感じにしかないのが、この集計法だと、あたかも半分よりも良く関心を持って

いるように見えてしまうので、見る人が見るとちょっと下駄を履かせているのが分かってしま

うかなと…。 

あと、後ろにある質問の３番も多分同じような集計法をとっていると思うので、０を選んで

いる人はいないのに０が１点分上乗せされています。今からこれが間に合うかどうか分かりま

せんが、今後はアンケートの集計方法を検討された方が良いかもしれないと思います。 

事務局：こちらについてはご指摘のとおり、１点以下になることはありえないということで、こ

のグラフでは誤解を招くような形になっています。こちらは現在、修正をしておりまして、１

点からスタートするような形に変えようと思っています。１～５点で表現するような形に変え

ていきます。 

松本会長：ほかにないでしょうか？ 

秋元委員：全体的なことでもよろしいですか？ 最初に申し上げた方が良かったのかもしれない

のですが、この環境白書を全体的に見まして、まず環境教育に力を入れるという局長さんのご

あいさつにもありましたように、環境教育にこれからもっと力を入れていくということなので、

その環境教育には今も皆さんがおっしゃったように市民との協働ということが大事だと思いま

す。協働に関してここの環境白書の表現が薄いかなというふうに感じています。したがって、

もう少し市民活動とか協働とか、そういうもののデータを入れてもらえると良かったと思いま

す。 

それから、この環境白書の使い方なんですが、印刷して配布して終わりというのではなくて、

この環境白書を使って各地域で意見交換をしながら、公聴会じゃないですけど意見交換会みた

いなものを開いていかれたらどうかと思います。この環境白書を利用しながら、市民のご意見

をもう少し聞く機会を持っていかれたら良いと思いました。 

あと、この環境白書の表現の仕方について、今さら無理かもしれないのですが、さいたま市

が特にこの平成 23年度に頑張った結果というのを最初に出されて、そして普通なものを表示さ

れていくと良いと思います。国のものなどを見ると「今年はこれを集中的にやって、こんなに

頑張ったんだ」というような表現をした環境白書づくりになっていますので、そのような見せ

方というのも一つあるのではないかというように思いました。 

それから、これは余計なことかもしれないのですが、平成 23年度は大震災があって放射線に
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ついて皆さんはいろいろと心配されたと思います。さいたま市の方としても測定をされたので

はないかと思うのですが、そのような結果もオプションとして少し付けておかれると皆さんが

安心されるのではないかと思います。ただ、これは環境基本計画には載っていない部分ですの

で、そこを載せるかどうかは市の方にお任せしますが、23 年度というのは特異な年でしたので

そういう表現を入れても良いのではいかと私は考えました。以上です。 

松本会長：はい、ありがとうございました。去年のこの会議でもやはり放射線の問題が大きく話

題に上がったので、ここに載ってないというのはちょっとどうなのか。 

事務局：そのへんにつきましては、逆に…。 

秋元委員：誤解を招く？ 混乱を起こす？ 

事務局：ええ。基準以下なのに誤解を招くということもありますし、ここで載せていても実際に

計測器を持ってどこかを量る、ホットスポットなどを量ると高い数値がでます。そうすると「報

告ではこの数字を出しているけれども、こういう所もあるじゃないか」というご指摘も受ける

場合があります。一応、ホームページ等では測定結果を随（ずい）時公表して更新しておりま

すので、そういうところを参考にしていただければよろしいのではないかと思いますので、今

年度の白書には載せるということは考えておりませんでした。 

石川委員：環境で一番問題なのは先ほどのお話のようにモニタリングなんですね。モニタリング

というのは、どんな種類のものを、どういう数で、どこに置くかということで、そういう適正

配置と言いますか、それをまずは全てにおいてやらなければいけません。さらに、出てきたデ

ータをまとめて、皆さんが共有しなければいけません。それからもう１つは監視体制ですが、

そういうことをきちんとしないと、事態が起こってからでは…、それこそこの前のホルムアル

デヒドじゃないけど、そういう問題が起こるわけですね。そのへんについてはリスクコントロ

ールということを念頭に置いて、起きた後のリスクマネジメントはともかく、リスクコントロ

ールを重点に環境というものを見るということが大事だと思うんですね。そこが少し弱いとこ

ろがあります。ただ「あそこに計測点があります。そこのデータはこうです」というだけでは

本来は駄目ですよね。「これだからいいんだ」ということにならないとおかしいわけです。 

例えば、これは今まで問題になっていましたが、埼玉県の気温は夏が低くて冬は高いという

ことですが、最近は逆に冬は低いですよね。あれは計測点が変わっただけの話。だからデータ

の扱いというのは非常に問題があるので、計測点がそこで本当に良いのかどうかという精査も

私は必要だと思います。現状がどうなっているのか分からなかったら大変かどうかもないので、

そのへんを注目して取り組んでいただきたいと思っています。 

松本会長：時間がないので、そろそろ切り上げなければいけません。最後に、これはどうしても

言っておくべきだということがありますでしょうか？ 



28

小坂副会長：実行計画が次の話で出てくると思うんですけど、実はデータが不整合なので…。実

行計画の２ページです。 

松本会長：これからご報告がありますので。 

小坂副会長：それと、この白書のデータとが少しずれているので、どちらが正しいのかと思いま

した。まあ、どちらかが修正されれば良いと思いますが。白書の 72 ページです。「部門別二酸

化炭素排出量の推移」とあって、文章でも触れていますけれども、表の上の方「民生部門」「業

務系」とか「家庭系」とか「運輸部門」とかあって、項目の一番左「平成 21 年度」ですね、家

庭系は基準年と比べて 49.3％増加しているということです。こちらの方でもそれは良いのです

が、民生部門の業務系とか産業部門とか、そこの所の数値が異なって…。 

松本会長：２つの厚い書類があるのですが、どれですか？ 

小坂副会長：「さいたま市地球温暖化対策実行計画」の２ページです。そこにグラフがあります。

そのグラフの「2009 年度」という所に基準年との比較のグラフが出ているのですが、この数値

と、それから今の環境白書の数値、72 ページの数値が違うので、これを今どうこうしなくても

良いのですが、どちらが正しいのかなと、直しておいた方がいいのかなと、あるいは何か理由

があるのかなということです。 

事務局：これについては、区域施策編の方の数字については算定方法が国のマニュアルにより変

わって、その関係で 23 年度は旧の算定方法でやっています。過去の経緯と合わせるためにやっ

ているので、それで数字が違ってきているのです。 

小坂副会長：そうかとも思ったのですが、それならそれでどこが違うのかということを、もう少

しはっきり書いておかないと誤解を生むかなと思いました。 

事務局：はい。 

松本会長：今も申しましたように時間が延々とあるわけではないので、そろそろ３つの報告事項

に切り替えるのか、まだ白書についてコメントすべきだという方がありましたらお願いいたし

ます。よろしいでしょうか。それでは５分の休憩に入ります。 

【 休   憩 】 

２.その他 

地球温暖化対策課：それでは、「さいたま市新エネルギー政策（仮称）＜素案＞～さいたま市エネ･

スマ活用ビジョン～」並びに、「さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）〈素案〉」を

併せまして、ご報告をさせていただきます。おそれいりますが、着席にて説明させていただき
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ます。 

 両計画につきましては、学識経験者などから構成されます検討委員会をそれぞれ立ち上げま

して、策定に向け検討をしてまいりました。今回、計画の素案がまとまりましたので、昨年 12

月 25 日から本年 1 月 24 日までパブリック・コメントを実施するとともに、当審議会にご報告

をさせていただくものでございます。 

 はじめに、さいたま市新エネルギー政策（仮称）でございますが、について説明させていた

だきます。 事前にご送付させていただきました資料２、Ａ３サイズ横で作成してございます

「パブリック・コメント用概要版」に沿ってご説明をさせていただきますので、ご用意をお願

いいたします。 

こちらの資料は、計画本編の概要版として計画を構成する章ごとに記載しております。まず、

資料の左上、「第 1章 新エネルギー政策の基本的事項」をご覧ください。国においては、東日

本大震災を踏まえ、昨年 9 月にエネルギーの安全・安定供給に応えた新たな方針を示しており

ます。本市においても、現行のエネルギービジョンの内容を見直し、本市にふさわしいエネル

ギー政策の方向性を明らかにするため、新たなビジョンの策定を行うものでございます。 

続きまして「第 2 章 さいたま市域の現状と課題、第 3 章 再生可能エネルギー等の活用可

能性」を御覧ください。本市の再生可能エネルギーのポテンシャルは、太陽エネルギーが圧倒

的に高く、次に廃棄物発電が進んでおり、風力や水力のポテンシャルは乏しいことが現実でご

ざいます。本市の課題は、災害時等でも、市民が安全に生活するために必要なエネルギーを確

保すること。地球温暖化対策につながるエネルギー使用量の削減の２つでございます。 

続きまして、左下「第 4 章 新エネルギー政策の目的と将来像」を御覧ください。新たな政

策の目的は、「①エネルギーセキュリティの確保」を短期の目的、「②低炭素なまちづくりの推

進」を中長期の目的、「③再生可能エネルギー等の導入促進」を継続的な目的として設定し、「省

エネルギー」及び「エネルギーの地産地消」は、これらの３つの目的達成に向けた基盤的な取

組として位置づけます。 

次に右上の将来像でございますが、「エネルギーのスマート活用により、暮らしやすく活力の

ある都市として継続的に成長する環境未来都市」を掲げ、中長期の取組を進めてまいります。

ここで、「エネルギーのスマート活用」とは、本市独自に省エネルギーや再生可能エネルギー等

を積極的に選択し、活用すること、と定義してございます。 

続きまして、「第 5章 市のエネルギー政策の目標」をご覧ください。エネルギー量を比較す

るために熱量を表す、ＴＪという単位で棒グラフを作成しております。一番左の「２００９現

状」の１０万８９０９ＴＪが、基準年のエネルギー消費量の実績数値となります。その隣の「２

０２０現状趨勢」は、現状から追加対策を何も講じなかった場合の推計値で増加が見込まれま

す。一方、省エネ対策を実施した場合、その右の「２０２０省エネルギー対策実施」の数値と

なり、１０．４%のエネルギー消費量の削減が可能となることから、省エネによる１０％以上を

「目標１」といたしたものでございます。さらに、右端の「２０２０ 目標」に示しておりま

すが、対策を進めた場合の再生可能エネルギー等の導入割合は、１０．６％となることから、

導入割合を現在の「４倍以上」とすることを「目標２」としてございます。このように、省エ

ネによる削減量と再生可能エネルギー等の導入量を併せて、2020 年度の市域全体のエネルギー

消費量に占める割合を本市では「エネルギーのスマート活用率」と定義いたしまして、大目標
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として「スマート活用率 20％」を目指すこととしたものでございます。 

次に資料の裏面をお願いいたします。「第 6 章 目標達成に向けた取組」では、「具体策」と

して、新たなエネルギーの施策を４つの分類、９つの柱立てに仕分けしております。はじめに、

（１）から（６）までの柱立てを設定し、さらに施策推進の手法として（７）～（９）の３つ

を設定しており、今後は、この柱立てに沿って事業化を進めてまいります。 

続きまして、「第 7章 リーディング事業・推進手法」では、目標達成に向け、６つの事業と

３つの手法を設定いたしました。特に、避難場所である学校や公民館などに太陽光発電設備と

蓄電池を設置するリーディング事業①エネルギーセキュリティの強化、次に、停電時の電源と

して、協定を結んだ事業所での太陽光発電及び蓄電池の設置を促進し、市内のエネルギーネッ

トワークを強化するリーディング事業②民間施設との協定によるエネルギーネットワークの強

化、エコなエネルギー利用を行う建築物の導入を促すリーディング事業③再生可能エネルギー

を活かすエネルギー建築支援事業を進めます。以上、①～③の取組を点から線、線から面へと

発展させつつ、相互に連携させることで、最終的に「停電に強い都市 さいたま」を形作って

いくイメージを示してございます。次に、右上のリーディング事業④から⑥つきましては、国

の総合特区である「次世代自動車・スマートエネルギー特区」で取り組む３つのプロジェクト

を位置づけてございます。次に、その下の推進手法⑦、⑧、⑨につきましては、リーディング

事業の取組を実現するための資金調達や仕組みづくりに関わる事業として検討を進めていくも

のでございます。 

最後に、「第 8章 推進体制・進行管理」では、市役所一丸となって推進することは勿論、市

民・事業者との連携を図りながら推進してまいります。進行管理につきましても、毎年進捗状

況をまとめ、本審議会にも報告してまいりたいと考えてございます。新エネルギー施策につい

ては以上でございます。 

 続きまして、「さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」についてご説明をさせて

いただきます。 

 資料３で、Ａ３サイズ横で作成してございます「パブリック・コメント用概要版」をもとに

ご説明をさせていただきます。 

はじめに、左上の「第 1 章 計画策定の背景・趣旨」でございます。地球規模で温室効果ガ

ス削減が喫緊の課題となっておりますが、本計画はさいたま市域の温室効果ガス排出量の削減

計画を定めるもので、法律により策定が義務付けられているものでございます。本来ならば平

成 23年度に策定予定でございましたが、東日本大震災による原発事故を受け、延期をしていた

ものでございます。一方、現行計画の計画期間が今年度で終了となりまして、継続して取組む

ためには、平成 25 年度以降の新たな計画の策定が必要でございます。国の温暖化対策や削減目

標設定等を踏まえて必要に応じて計画を見直すことが前提ではございますが、他市のモデルと

なるべく、計画策定することが重要であると考えております。 

 次に、「第 2章 さいたま市の現状と今後に向けた課題」についてご説明をいたします。最新

の 2009年度のデータでは、温室効果ガス総排出量の約 98％を占める二酸化炭素の排出状況は、

1990 年度から約 17％増加しております。特に、排出量の約５割を占めるオフィスや家庭である

民生部門からの排出量が大幅に増加しております。また、排出量の約 23％が運輸部門から排出

していることから、民生部門､運輸部門への重点的な対応が必要です。 
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次に、「第 3章 温室効果ガスの削減目標」をご覧ください。本計画では、中期と長期それぞ

れの削減目標を定めてございます。特に中期目標を 2020 年度とし、「市民一人あたり、基準年

度である 2009 年度より２３％削減」を掲げております。本市は、今後もしばらく人口や世帯数

の増加が予想されることから、目標を「市域においての総量」ではなくて、「市民一人あたりの

排出量」とすることとしております。 

次に「第 4章 削減目標の達成に向けた施策」をご覧ください。 

温室効果ガスの削減目標を達成するための具体的な市の施策については、４つの基本方針を

たて、基本方針１では省エネ・創エネの導入拡大に関する施策、基本方針２では環境分野の経

済活動の推進など、事業者に対する施策、基本方針３では今後益々重要となります、市民・事

業者の意識啓発や教育に関すること、基本方針４ではまちづくりや交通、緑に関する施策をま

とめております。この方針の下に１２の基本施策さらに、それぞれの基本施策の具現化施策と

して３２の主要施策を位置づけてございます。 

さらに主要施策のうち、市として重点的に進めていく９施策を位置づけております。詳細に

つきましては、資料の裏面でございますが、「施策の体系及び重点施策」をご覧ください。特に

右側に、「重点施策 ＬＥＤの導入促進」から「重点施策９ 環境負荷の少ない交通体系の構築」

まで、９つの施策を記載しております。計画素案の本編には、実現性を担保するために、市民・

事業者・市役所の具体的な取組、定量的な達成目標、計画のスケジュールを、より詳細に定め

ております。 

続いて、恐れ入りますが表面にお戻りください。最後に右下の「第 5 章 推進・進行管理」

をご覧ください。本計画は、市と市民、事業者で構成される、「さいたま市地球温暖化対策地域

協議会」との協働のもと、本計画を推進していくことを表してございます。以上がさいたま市

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の説明でございます。 

両計画の今後のスケジュールといたしましては、２月に検討委員会においてパブリック・コ

メントの意見の検討を経まして、年度末の３月には計画策定となります。できましたら委員の

皆様からも、市のホームページからパブリック・コメントの意見を提出することができますの

で、来週の 24 日（木）までに、お気づきの点や計画へのアドバイスなどのご意見をいただきま

すようよろしくお願いいたします。報告は以上でございます。 

松本会長：ありがとうございます。 

 このご報告に対して意見がありましたら。 

石川委員：今いろいろお話しいただいたんですけど。目玉というのは何か？ 埼玉方式と言われ

るほどの物はあるのかどうか？ ちょっと教えてください。 

地球温暖化対策課：新エネルギー政策におきましては、先ほど申し上げた通りエネルギーのスマ

ート活用という独自の定義を用いまして、当然ながら省エネと創エネ、ようするにエネルギー

政策については新しく再生可能エネルギーをどんどんどんどん増やしていくというだけではな

くて、当然ながら省エネも大きな役割を示していますので、車の両輪のごとくそれを推進して

いこうという形でこの目標を立ててございます。 



32

  なおかつこの目標数値のスマートエネルギー活用率の 20％と申しますのは、目標としては非

常に高い目標であると認識していまして、それに向けて制約を行いながら新規の事業者の方、

皆さんで取り組んでまいりたいというような形の計画でございます。 

  また、区域施策編につきましては地域全体の温室効果ガスの削減という形でございますが、

内容としましてはエネルギー政策における取り組みも再生可能エネルギー導入の取り組みも、

区域施策編においての再生可能エネルギーの取り組みも同様に、それを増やしていくことによ

ってＣＯ２の削減が計られていくというもので、お互いにリンクしていますのでそれを同時に

進めていくことにより、それぞれの目標を達成していくという形の関係性と、それに向けて努

力していくという形でございます。 

石川委員：なかなかひと口では言えないような。難しい。 

地球温暖化対策課：なかなか。そうですね。特に目標自体の数値については野心的といいますか

結構高いレベルでの目標数値になってございます。これは、今回政権が変わってしまいました

が前の民主党政権の中で 2020 年までに 25％削減というのがあったと思うんですが、その目標

に則っている部分もあります。今後、国がまた新たな政策を自民党政権に変わって打ち出して

いくという形になっておりますが、それか出た段階で必要に応じてここも見直しをかけていく

という形になろうかと考えてございます。 

石川委員：例えば再生可能エネルギーは太陽しかないわけですね、さいたま市は。それを全所帯、

どこまでやるとか、強力に押し出す手はないですか？ 

地球温暖化対策課：この数値目標の中には何万世帯を 2020 年度までに普及させるというような積

み上げで目標を出しています。 

石川委員：日本のトップとか、そういうふうにはならないのですか？ 

地球温暖化対策課：なかなかそれは（笑）それを目指したいとは思ってございますが。 

石川委員：惜しいですね。分かりました。 

島村委員：新エネルギーの政策の件ですけれども。その名の通り、県もそうですが、埼玉という

所はエネルギーの供給量が全くないわけです。水力も火力も風力も。その中でどういうふうに

できるかというと、再生可能エネルギーと書いてある。 

 これ、簡単に書いてあるけど、生易しい問題じゃないと思いますよ。埼玉県で供給できない

場所に、他県から殆どいただくんですけども、そうしますと安易にこんなものを出してしまう

というのはまずいのではないかな、と。 

 私は決して原発は賛成じゃありませんけどね。なるべく安全なことをして、利用するような

形も入れておかないといけない。埼玉県にはもう電気を送らないよ、という時に、こういうの
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が絵に描いた餅になってしまう。 

 だからあまりきれい事は言わない方がいいような気がするんです。ただし、市の方ではまだ

戦えないからね。難しい面もあるんだけれども、私はそういうふうに思ってる。 

小野委員：報告ということだから、一応問題提起にとどめますけど。 

 これ、新エネルギーだけど、要するに民間の事業者とか市民の方で新エネルギー考えてくだ

さい、市はそれに対して支援しますよ、ということなんですね。できれば市自身がそういった

新エネルギーの施設を作っていくという方向で。もちろんそう簡単にいかないと思います。市

にも財政力がありませんから、当然市民に呼びかけて新エネルギーを確保するための基金を設

けて、市が中心になってそういう新エネルギーの施設を作っていく方向を検討していく必要が

あるんじゃないかと思います。 

 今度は温暖化対策の問題なんですが、縦割りということなのでこれは限界があると思います

が、この地球温暖化の歯止めをかける役割として、森ですね。また森なんですね。ＣＯ２を吸

収して歯止めをかけていく。それについてさいたま市では、縦割りなんかして別の部局の方で、

特別緑地保全地区。それから自然緑地。そういったものを年々増やして、さいたま市はほかの

地に比べてかなり成績を上げているんですよね。そういった森をね。 

 そうはいっても年々買収もやっていますし。そういったこともやっぱり加味していかないと、

縦割りだからね、やっぱり森の確保によってＣＯ２を吸収している理由を解していく必要があ

ると思います。 

小林委員：この会議の基本的なことなんですけど、何時までやるんですか？ 

事務局：もう過ぎています。 

小林委員：これはもう、報告の話だけでいいんですか。 

松本会長：報告ということで。一応制限時間は過ぎています。 

小林委員：じゃあ次回また何かあるんだね。 

 じゃあそこでちょっと次回のために資料を作ってもらえるとありがたいんですけど。太陽光発

電、あらゆる的なことを書いてますけど、どれだけ市の財産を食うかということが何も触れて

ないんですね。それが現状の電気料金と比べたらこれ、どうなるんだろう？ と。そういうの

を付けておいてもらわないと、実際にやってみたら「えらい金がかかって大変だ」では困る。 

 エネルギー政策は非常に今、過渡期にありますからね。今「これだ」って言わずにいくんでし

ょうけど、一応そちらの資料もあるとありがたい。 

島村委員：今話題になって「いいじゃない」ってやってますけどね、あれが結局使い出して老朽

化したときの処理。どういう状態になるか、みんな分からない。相当大きな問題になる。そう

いうことも含めないと、まさに新しいものに飛びつくというのだけではあまり賛成はできない。 
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小林委員：今、日本はエネルギー自給率４％ですからね。もう底を尽いてるわけですから。ノン

ストップで動いている原電基、今たった２基しかない。何かあったらもうどうしようもないで

すね。だから太陽光発電というのはまさに埼玉県、市にはいいと思うんですけど、どれくらい

お金がかかるか、大雑把な部分でいいから。 

島村委員：費用はかかりますね。だから要するに電気料が上がるということも打ち出していかな

いと。 

小林委員：それと、この太陽光発電導入する上での現在の電力系統システムの問題に一切何も触

れてないですね。何も触れてない。それから用地買収にどれだけかかるか。ま、用地買収がか

からないような方法を書いてますけど、そのへんのことを何も書いてないので、いいことずく

めばっかりで逆にわれわれとしては判断し難いなというのが実態です。 

松本会長：時間の関係で、次の報告をお願いします。 

次に、「さいたま市環境影響評価条例の改正（案）について」所管課より説明を求めます。 

環境対策課：環境対策課の新井（あらい）と申します。長時間に渡ってご審議いただきお疲れの

ところすみませんが、最後の１つになりましたのでお付き合いをよろしくお願いいたします。 

  すみませんが座って説明をさせていただきたいと思います。 

 資料につきましては、このＡ３の１枚の『さいたま市環境影響評価条例改定の概要』という

のをご覧いただきたいと思います。 

 環境対策課で所管しております「さいたま市環境影響評価条例」の一部を改正する条例の制

定につきまして、２月に開催の定例会議案としまして提出する予定ですが、その概要について

説明とご報告をさせていただきたいと思います。 

 今回の条例改正につきましては環境影響評価法が改正された主旨を踏まえて市条例の改正を

行うものですが、特に内容につきましては事業者が専門的な視点から環境への調査を行い事業

の影響について予測し、影響等について分かりやすいよう説明することで市民の皆さまに参加

していただき、より一層の推進を図るための改正を行うものでございます。 

 恐れ入りますが資料の右の「環境影響評価制度とは」というところをご覧いただきたいと思

います。「大規模な開発事業などの実施が周辺の環境に及ぼす影響について、事業者があらかじ

め調査・予測・評価を行い、その結果を公表することにより広く環境保全の見地から意見を取

り入れることで環境への影響をできる限り少なくしようとするものです」ということです。 

 『さいたま市の環境影響評価制度』というリーフレットをお配りましたが、これを開きます

と左側に「規模・要件」ということでさいたま市が対象としている事業の要件というのが出て

きております。チラっと見ますと、非常に大規模な対象事業で 20 種類が事業対象となっており

ます。 

 開けたついでで申し訳ないですが、９番のところ「大規模建築物の建設」ということで、右

側に移りますと「特別な地域では 10 万平方メートル以上」というふうにありますが、これは皆
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さんご存じかと思いますけど、さいたま新都心の 81-A 街区で医療拠点の整理事業ということで

小児医療センターと日赤の病院が今計画されております。これについて今回対象規模 10 万平方

メートル以上ということで、Ａ区域の特別区域ということで今回環境影響評価条例に該当して

います。 

 それではＡ３の方に戻っていただきたいと思います。 

 環境影響評価の手続きの流れですが、大きく分けましてこの黄色く囲ってあるところですが、

調査計画書を出して、それに基づきましていろいろ市民のご意見、市長の意見を加えまして環

境影響評価実施のための準備書を作成し、それに基づき評価書を作成。そして事業に着手する。

その着手の状況を検証するための事後調査書を作成していくというような手続きになっていま

す。 

 事業としましては、大規模事業ということで長いものでは約３年ぐらいかかるという状況に

なっています。 

 今回改正するポイントですが、事業計画書の下に書いてありますが「要約書を作成」「説明会

の開催」青色でなっておりますこの部分が今回改正がされる部分です。内容につきましては色

分けしてありますがリンクしておりまして、左側の「（１）調査計画書に関する説明会の開催」

この部分が今回条例で改正されるところです。それと、この右側の流れのなかで、インターネ

ットによる公表というものが４つ出てきております。公告、縦覧する際に市民の皆さまから多

くのご意見をいただくとともに利便性の向上を図るために、最近の情報ツールであるネットを

最大限利用しようということで、インターネットによる公表というものを考えているところで

す。 

 それと、一番下の方へいきますと、事業調査書のところに「法律の対象事業は法律に基づき

作成したものを提出することが可能とする」とあります。ここが変わったわけですが、主にこ

の３点が変わっております。 

  今簡単に申し上げましたが分かりづらかったと思いますので、左側をご覧いただきたいと思

います。まず（１）、これは事業者の手続きとなりますが、事業者は準備書と同様に調査計画書

を要約した書類、要約書を市長に提出するとともに「調査計画書の縦覧期間内に、関係地域内

においてこの調査計画書の内容に関する説明会を開催する」この規定を入れさせていただいた

ところです。これは法律の中で改正が行われましたので同様の改定を行わさせていただいてい

ます。 

 ２つ目が「（２）インターネットの利用」ということで、これにつきましても図書の縦覧期間

に市民の皆さまからご意見をいただいて、図書閲覧の機会を充実させるために図書を市役所窓

口等に配付すると同時にインターネットを利用する等の方法で公表し、市民の皆さま方の利便

性を向上させます。インターネットは普及してきておりますので、これにつきましても一応事

業者の了解をいただきまして、もうすでに公表しているような状況ではあります。今回それを

あらためて条例で規定させていただくということになります。 

 「（３）法律に基づき作成した事後調査結果の報告書の見直し」ということですが、先ほどの

事務の流れの中でありましたがこれにつきましては法律の中でこれまで事後調査報告書の規定

が法律にありませんでした。今回法律の改正の中でさいたま市の条例と同じように、事後調査

報告書の規定が新設されましたので、法律の規定で国へ報告書を出しなさい、ということと、
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市条例でも市条例に基づいて報告書を出しなさい、という、この２つの重複となりましたので、

なるべく簡素化というか、同じような内容ですから重複を避けるために国に出した報告書を市

の条例に基づいて出したものとしてみなしますよ、というような手続きをここに入れさせてい

ただきました。事業者の手続きとして利便性を図ったようなところはあるかと思います。 

 それと、下の所にはその他ということで今回法律とはまた別に、条例の中で規定を２つ入れ

させていただいております。特に左側については工事完了後の事後調査ということで、最終的

な調査を行うわけですが、その時点で事業者が他の者に引き継いでいるということがあります。

ですからその引き継いだ場合の届出制度を新設したという状況です。 

 ２つ目が、事業者に対する報告書、事業予定地等への立入検査権限の規定を法対象事業にも

適応していくという、この規定を入れさせていただきます。 

 これは、これまで法律に対しての意見をさいたま市として言うことができませんでしたが、

先だっての改正で法律の対象事業についても市長の意見を言えるという改正がありましたので、

その内容に基づきましてそのような本対象事業についても市の立入権限を出していこうという

ことで改正をさせていただくところです。 

 施行日につきましては平成 24 年４月１日となっております。（１）の調査計画書に関する説

明会の開催につきましては、周知期間を取りまして平成 24 年７月１日の施行ということになっ

ております。 

 以上です。簡単でございますがよろしくお願いいたします。 

松本会長：質問等ありましたら。 

石川委員：ちょっと聞きたいことがあります。 

 われわれの近くでいつも問題になるのはお墓です。これにはないんだけど。お墓とか医療機関。

いつも問題になるんですよ。こういうのにはかけないってことですかね。いつも反対運動ばか

りになっているでしょう？ 反対運動はすごいですよ。 

環境対策課：埼玉県の条例だとお墓が入っていたかと思うんですね。 

石川委員：さいたま市にはないの？ 

環境対策課：この当時、作るときにはさいたま市の方は入っていなかったんです。 

石川委員：署名運動なんか随分やってるでしょう。 

環境対策課：今後の条例改正の中で検討を進めていかなくてはいけないかな、というのはあるか

と思います。 

石川委員：現実問題大変ですよ。 

環境対策課：ええ。あとは、どちらかというとこの規模で――高さとかもう規定されているんで
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すが、事業者によっては法逃れというか――100 メートルというと 99 メートルのビルで許可を

とってしまうとか、分割して出してくるとか。結構そういうのが出るんですね。ですからそこ

らへんも見ながらいろいろ内容を検討していければと思っています。 

石川委員：お墓が廃棄物とは思いませんけど、大きな問題ですよね。 

環境対策課：そうですね。 

松本会長：他にありますか。 

川池委員：全然話が変わるんですが。市長の方で、日本一の桜並木を整備したいということを１

月４日の名刺交換会で発表されたということが、１月５日の埼玉新聞に載っているんですけれ

ども。見沼田んぼを日本一の桜並木にしたいというご希望があるみたいなんですが、今回の白

書の話とかでこのことが載っていなかったので、実現されないんだろうなと期待しているんで

すけれども。もしこれが本格稼働する予定でいるのならば、一度ここで議論した方がいいので

はないかということで提案させていただきたいと思います。 

事務局：その件につきまして、みどり推進課内に特別に室が設けられておりますので、そちらの

事業だと思います。そのへんはまた確認させていただきたいと思います。 

松本会長：今の報告に対してほかにご意見はありますか。 

 では、ご報告については以上でございます。この議題で一応全部終わったわけですけれども、

事務局の方から何かご意見はありますか。 

事務局：長時間に渡りましてありがとうございました。先ほどのさいたま市環境白書の方なんで

すが、別紙としまして『平成 24 年版 さいたま市環境白書』に対するご意見、ご要望というも

のを先ほどご紹介させていただきましたが、こちらの方に追加意見等がございましたら環境総

務課宛に提出していただければと思います。 

  ただ、大変短いのですが 24日木曜日が期限となっております。どうぞよろしくお願いします。 

松本会長：木曜日。 

事務局：ついでに申しますと、先ほど大熊課長が申しておりました新エネルギー政策等実行計画

ですが、こちらのパブリックコメントも 24日の木曜日まででございます。ご協力いただければ

と思います。今日お渡しした資料の一番末尾の方にペーパーで意見用紙というのもありますの

で、こちらを利用していただくか、メールでも対応しております。よろしくお願いいたします。 

４.閉会 
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事務局：閉会にあたりまして、部長の三ツ木よりひと言ごあいさつさせていただきたいのですが、

よろしいでしょうか。 

三ツ木部長：今日は本当に、ご専門の立場からいろいろご意見をいただきましてありがとうござ

います。細かく見ますといろいろご不満があるかとは思いますけれども、多少ちょっと言い訳

じみてしまうんですけれども、担当としてやっぱり全庁的な照会をこれだけに取りまとめるの

はかなり大変でして、そのへんは多少ご理解いただければと思います。ただ、「木を見て森を見

ず」という言葉がありますように、どうしても担当というのは取りまとめに集中してしまって、

今日いただいたような全体的な目というのがなかなか行き届かない。それは管理職にも当然責

任はあるんですけれども、そういった視点で今後もご意見をいただければと思います。 

  当初進め方で若干異議が出ましたが、そのご意見ももっともだと思います。今回、私も初め

て出席いたしまして何点か感じました。昨年もおそらくこういうご意見があったかと思うんで

すが、その振り返りが全然ないということ。本来であれば昨年どういう意見が出て、今年それ

をどうしたと。できたものがあるのか、できないものなのか。それとも努力していくものなの

か、といった仕訳がないと確かに全然分からないと反省しています。ですから来年は今年いた

だいた意見にどういうふうに対処したかということも必要なのかな、と考えております。 

  それと、庁内の照会方法などの工夫もちょっと足りない部分もあるのかなと思います。掘り

起こしとか。あるいは皆さん方からいただいた意見の中で、新規性とかの面でメリハリも効い

ていないというようなご意見もありましたが、やっぱり受け身的な部分はあるかと思います。

ただ、白書の性格上結果があくまで主ですので、その結果に対しての課題があって、さらにそ

れに対する要望というように出てくると思います。いきなり要望ということをおっしゃられて

も、そのへんは難しいのかなと感じています。 

  それと、先ほど行政対策が環境局しかないというのもごもっともでございます。基本計画の

中では７つの分野の中に環境アメニティという分野がありまして、そこで環境局とか都市局が

やっていますので、やはりそれとの整合というか、そういうものも今後図っていかなくてはな

らないと考えております。 

  いずれにいたしましても今日いただいたご意見を参考にして、毎年少しずつでも良くしてい

きたいという気持ちでございますので、どうか今後もご協力のほど、よろしくお願いしたいと

思います。 

どうもありがとうございました。 

松本会長：ありがとうございます。 

  それでは以上をもちまして、さいたま市環境審議会を終了いたします。ありがとうございま

した。 

一同：どうもありがとうございました。 


